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Golden Week Special

チャンネル
Revival

エブリデイ
Everyday

4月29日［木］─5月5日［水］
◆毎日20時配信



Wakamono Worship Wave

オンラインセミナー
2021年4月度霊的戦い専門課程
毎月様々な視点から霊的戦いを聖書から学びます。

動画
配信有料

コンテンツ

講師／滝元順・鈴木陽介・他
受講料／８,０００円
全5セミナー
│動画視聴期間│
2021年5月1日［土］～5月25日［火］

クリスチャンが成すべき「最重要使命」とは！？
目からうろこの心躍るセミナー

2021年
4月度

◆続・暦と霊的戦い
・悪魔の組織を暴く（3レベルの霊的戦い）

◆経済と霊的戦い
◆主の軍の霊的戦い
◆地域と霊的戦い
・木と私たちの関係を通して

2月度の
セミナーでは
こんなことを
学んだよ

※過去のセミナー受講も可能です。興味のある方は事務局までお問い合わせ下さい！

◆全体のまとめと個人の解放
 特別セミナー

◆キリスト教神秘主義・ニューエイジ

◆731部隊と戦後の
　医療をとりなす

記念すべき第1回目のテーマは、
「NEW‼」
新学期や新生活、
新しい挑戦をテーマに集会を行います！
・ワーシップタイム・ゲームタイム・祈り・他

◉ゲストスピーカー

平岡新人先生

4月から、毎月第3金曜日に、
若者の配信集会がスタート！！
リバイバルミッションの働きに若い世代も
加わり、新しい波を起こしていこう！
という思いをもって、
クリスチャンの若者中心に
リバイバルを求め、賛美し、祈る
集会を始めます！

#すりだぶで盛り上げていきましょう！
2021.4.16fri 20:00～
リバイバルミッションYouTubeチャンネルにて、ライブ配信！

Hope&Light
DVD配布！！
リバイバルミッションでは、リバイバ
ルミッションが配信するYouTube
番組を見れない方々に伝道番組
「Hope&Light」音楽とメッセージ番
組（メッセージ：平岡修治師）3回分
が入ったDVDを製作し、配布してお
ります。ご希望の方は事務局までお

申し込み下さり、伝道のためにお用い下さい。

◆日本にリバイバルが起こされるように！
◆日本人が行なっている偶像礼拝から皆が離れて、
　まことの神さまを求める事が出来る様に
◆コロナウイルスが一日も早く終息するように
◆パンデミックの中、教会が守られ、クリスチャンの信仰が強められるように
◆教会の牧師先生方、スタッフの健康の守りと祝福のため
◆リバイバルミッションが神さまの御心を掴んで働きを進めて行けるように

祈ろう!!
4月の祈祷課題
◆　◆　◆

接続で
きない方は…
▶携帯電話会社や家電量販店にて契約
　（下記のABCの方法から選択）
A. スマホやタブレット購入時に「データ通信」可能なプランを契約
B. 「ポケットWi-Fi回線」
C.家に「インターネット回線」を契約&Wi-Fiルーターを設置

持っていない方は…
▶携帯電話会社や家電量販店にて
　購入しましょう！

神が支配しておられる今の特別
な「時」の中で、私たちの生活の
只中に神の大逆転の大勝利を
信じ、万軍の主の兵士として敵
に立ち向かうために、私たちが
知るべき事、見るべき事、祈るべ
き事を学びました。
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Q質問 富についての質問です。マタイ
6:24には「 だれも、ふたりの主人に仕える

ことはできません。一方を憎んで他方を愛したり、
一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。
あなたがたは神にも仕え、また富にも仕えるとい
うことはできません。」と書かれています。ところ
が旧約聖書を読んでいくと「富と誉れは御前か
ら出ます。」（Ⅰ歴代史29：12）と書かれてます。ど
のように考えたらよろしいのでしょうか。

A答え キリスト教の富についての考え
方は信仰生活を左右するたいへん

重要な課題です。中世ではローマカトリッ
ク教会の蓄財が問題視され、宗教改革
の一因になったとも言われています。また
資本主義や共産主義が生まれた背景に
この富への考え方がありました。ご指摘の
通り旧約聖書では信仰の結果、豊かな富
が与えられると述べられています。富は信
仰の結果だと捉えるいわゆる「繁栄の神
学」に立つ人は現代でも数多くいます。確
かに、アブラハム、イサク、ソロモンたちは
莫大な財産を築きあげました。その富は神
の恵みと祝福の現れだととらえられていま
す。一方で旧約聖書は貧しい者を抑圧す
る裕福な者を戒めています。ミレーが描い
た有名な「落ち穂拾い」は、申命記24：19
のみことばが題材になっています。「あなた

が畑で穀物の刈り入れをして、束の一つ
を畑に置き忘れたときは、それを取りに戻っ
てはならない。それは、在留異国人や、み
なしご、やもめのものとしなければならない。
あなたの神、主が、あなたのすべてのわざ
を祝福してくださるためである。」あのミレー
の描いた落ち穂は貧しい人々のために残
されていたものなのです。
　富は持っている者にも持っていない者に
もやっかいなものです。イエス様も種まきの
たとえ話で富は信仰を妨げるものだと語っ
ています。「いばらの中に蒔かれるとは、み
ことばを聞くが、この世の心づかいと富の

惑わしとがみことばをふさぐため、実を結ば
ない人のことです。」（マタイ13：22）さらに
「裕福な者が神の国に入ることは、何とむ
ずかしいことでしょう。」（マルコ10：23）とも
警告しています。富は少なければ死活問
題になり、多ければ信仰の妨げになります。
現在、世界の富の50％を62人が握ってい
ると言われています。ビルゲイツ一人の1
年間の収入で1億6千万人が養えるそうで
す。一方で100円以下で一日を過ごして
いる人は12億人、200円以下の人々は30
億人いるそうです。いわゆる極度の貧困人
口は世界の60％にもなります。かつてのコ
リント教会のように現代の教会の中でも富
の格差はおきていると思います。聖書はこ
の富は主のものだと教え、与えられた主が
私たちにその管理を委ねているのです。富
は神と人のために用いるべきだと思います。
献金にはそのような意味が含まれていると
思います。主の祈りも我でなく「我らの日用
の糧を」と祈るようにと教えています。ジョン・
ウェスレーの「できるだけ儲けて、できるだ
け貯めて、できるだけ与えなさい」は心に響
くことばです。わずかな富でも5つのパンと
二匹の魚のように主の御手に手渡したとき
大きな働きになるのだと思います。

牧師・伝道者になって48年になります。そ
の間、多くの方々から数え切れないほど多
くの質問が寄せられ、その一つ一つは私が
神様と向き合うための大きな助けとなりまし
た。今回このコラムでそれらの質問を思い
返しながら、Q&Aという形でなるべくわかり
やすく答えていければと思っています。

 ●コ ●ラ ●ムQ&A
平岡修治

田中進先生と
語ろう！
◉ZOOMで対談

Hope&Light
Pastor.HIRAOKA
からのバイブルメッセージ

みことば番組
デイリーバイブルメッセージ

CRC
クリスチャンリバイバル
チャンネル Pray for 

Revival
毎月第2週の木曜日
朝10時～

WAKAMONO
WORSHIP 
WAVE
毎週第3週の金曜日
夜8時～

リバイバル
ミッション
ニュース

Music&
Testimony

キッズプログラム
◉幼児対象

奏楽者への
ワンポイントレッスン！

クリスチャン
ブックレビュー

手話de
賛美しよう！

全国各地の牧師先生の
声や信徒の方々の証しを
ZOOMで聞く対談番組が
スタートします！

平岡修治先生がまだ神さ
まを知らない方々に向けて、
聖書のメッセージをわかり
やすく語る伝道番組

毎日、日替わりのメッセン
ジャーから聖書のみことば
を分かりやすく3分間メッ
セージが届けられます。

この地において、霊的戦い
を戦って行く為に必要な事
柄を滝元順先生が分かりや
すくお話しします。 毎月第2週目の木曜日の朝

にライブ配信で行われて
いる「Pray for Revival」では、
皆さまから寄せられて来る
祈りの課題を共に祈る集会
です。

「新しい歌を主に歌え！」を
テーマに、若者達がリバイ
バルを求め、賛美し、主に祈
りをささげ、熱く燃やされる
ため始めるリバイバル賛美
集会です。初回は4月16日
です。

毎月発行されるリバイバル
ミッションニュースの内容
や情報を配信で紹介するリ
バイバルミッション情報番
組。

毎回違った音楽ゲストをお
迎えし、演奏や歌を聞き、証
しをインタビューで聞く音
楽伝道番組です。

教会で奏楽者がいない！そ
んな教会のお助けマン番
組。簡単なコードを覚えて、
奏楽できるようになりたい
初心者向けレッスンです。

クリスチャンブックはたくさ
んあるけれど、どんな本が良
いのか？と迷ってしまいます。
そんなあなたにお勧めの本
を紹介していく番組です。

小さなお子さんを対象に、
読みきかせや簡単な賛美
ダンスや聖書のお話しなど
を交えた楽しいプログラム
を提供していきます。

手話で簡単な挨拶をしたり、
一緒に賛美ができるように、
初心者向けに簡単な手話
を一緒に覚えていきましょ
う。

新 ・番 ・組 ・紹 ・介 リバイバルミッションがこの春以降、
お届け予定の新番組です。

これまでの
番組も継続して
配信していきます！ 2

無料
コンテンツ

リバイバル
ミッションニュース

配信



フリー　
ダイヤル80120-291-372
〒441-1307 愛知県新城市富沢407-1
TEL.0536-23-6712 FAX.0536-23-6220
Eoffice@j-revival.com
URL: http://www.j-revival.com
─────────────────
※次回5月号のニュースは4月18日（日）発行予定です。

リバイバルミッション情報
祈りのLINE登録してお祈りください！

リバイバルミッションのホットな情報と祈りのリクエスト、集会の様子などを配信します！
◎友達登録方法・・・「友達追加」からQRコードリーダーにてQRコードを読み込んで登録

◉献金送付先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

三菱UFJ銀行／名古屋営業部 普通 2569313
ゆうちょ銀行／振替口座 00860-0-33814
クレジットカードによる献金
http://j-revival.com/rm/card/

◉会計報告2021年1月度
収　入 支　出

前月繰越金

一般献金

集会献金・参加費

国内宣教指定

世界宣教指定

霊的戦い部門指定

ざわめき指定

収入合計

1,567,107

2,775,600

18,000

294,100

18,100

229,600

175,200

3,510,600

事務運営管理費

一般旅費交通費

通信費

印刷費

集会諸経費

セミナー諸経費

ざわめき諸経費

神学校借入返済

支出合計

次月ミッション繰越金

1,381,020

27,779

496,779

235,561

100,312

16,704

129,884

349,956

2,737,957

2,339,750

それぞれフォロー、登録して下さい。
Facebook、Instagram、Twitter、YouTubeのアカウントがあります。

　いつもリバイバルミッションのためにお祈り
ご支援くださり、心から感謝いたします。一都
三県は緊急事態宣言が延長され、夏に延期さ
れたオリンピック開催も危ぶまれるような状
況で、さらに皆様の生活や教会も大変な中に
あるかと思います。このような中にあってリバ
イバルミッションの経済が支えられていること
を本当に感謝します。先日は長年リバイバル
ミッションを支え働きに協力してくださってい
たある教会が諸事情で閉鎖されると伺いまし
た。まさに体の一部をもぎ取られたような悲し
みと痛みを感じずにはいられません。日本の
宣教はまさに瀬戸際に立っているとしか言い
ようがありません。今こそ大いなる主の御手
が伸ばされ、リバイバルミッションが主からの
使命を担っていくことができるように、皆様の
さらなるお祈りとご支援を何卒お願いします。

毎月第二週目木曜日の朝10時から
Live配信で開催しているPray for Revivalでは、
毎回違ったゲストやメッセンジャーを
お迎えしての素晴らしい賛美やメッセージの時、
そして皆さまからのお祈りの課題と共に、
教会の祝福と守りや国内外で起こっている
様々な問題や身近な祈りの課題を
あげてお祈りの時を持っています。
ぜひ一度集会をのぞいてみてはいかがでしょうか。

4／8thu◆am10:00～11:30
●視聴方法は、以下のURLにアクセスして下さい。
https://www.youtube.com/c/Revivalmission2018/live

プレイ・フォー・リバイバル

ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
！

Golden Week Special

チャンネル
Revival

エブリデイ
Everyday

4月29日［木］─5月5日［水］◆毎日20時配信

信仰によって、人々が七日間エリコの城の周囲を回ると、
その城壁はくずれ落ちました。［ヘブル11章30節］

7日間、みなで心をあわせ祈り、主を賛美し、
共に愛の交わりをし、
みことばに聞き、福音を伝えよう！

day

1

day

5
day
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day

3
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4
4.29［木］
エブリディ
リバイバル聖会
Live配信

5.3［月］
聖書クイズ
ZOOM参加出場者募集！

5.4［火］
CRC
クリスチャン
リバイバル
チャンネル

5.5［水］ハイブリット
Hope & Light
スペシャルコンサート
&メッセージ

4.30［金］
フェローシップ
アワー
Live配信

5.1［土］
Zawameki
Worship
Shout Vol.23
Live配信

5.2［日］
ドラマ
「われ土方なれど
～滝元明物語～」

ゴールデンウィークは
リバイバルを求めて祈り叫ぼう！
賛美で壁を打ち破ろう！

◉プレイズタイム
◉インタビュー対談
田中進×証し者
◉リバイバルプレイヤータイム
◉メッセージ／上條実

心から主に向かって
賛美の歌声を上げよう！
◉Zawamekiチャンネル
https://www.youtube.com/c/
ZawamekiWorshipShout/live

毎回迫真の演技でドラマを
披露して下さっている浜松の
スーパー中高生チームが
今回は「われ土方なれど」の本を元に
故）滝元明師の半生
をドラマ化して下さいます！
ご期待下さい。

◉教会賛美リードタイム
（各教会の賛美チームが
リードして賛美タイムを導きます）

◉クッキングタイム
◉ゴールデンウィーク体操
◉あなたの礼拝堂見せてください！
（各教会からの写真、動画を募集）
◉スペシャルズーム座談会
（各地の牧師先生方とズームで座談会）
テーマ／パンデミックと教会

今回の聖書クイズは、ズームで日本各地から聖書クイズの解答者として
ご参加頂くことができます。また今回は、小学生対象、中高生対象、一般
信徒対象に出題の内容を変えて聖書クイズが行われます。出題をして下
さる先生方からの聖書の解説もしていただけます。ぜひ聖書クイズに参
戦して下さい！解答者の中から優勝者には景品が送られる予定です。

最終日5月5日は、まだクリスチャンでないご家族、友人、近所の方々
にイエス・キリストの福音を分かりやすく伝えるために、日本のゴスペ
ル界のシンガーソングライターとして活躍する岩渕まことさんのコン
サートと平岡修治先生のわかりやすい聖書のメッセージをお届けしま
す。今回は和歌山県橋本市の橋本バプテスト教会で行われた伝道集
会をハイブリット形式（感染対策をした上で集会を開催し同時に配信
を行う）での新しいスタイルでお届けします。◉小学生部門4問／平岡新人先生（出題・解説）

◉中高生部門4問／神戸輝明先生（出題・解説）
◉一般信徒部門4問／有賀喜一先生（出題・解説）
◆収録日／4月10日●小学生部門18:00～／中高生19:15～／一般信徒20:15～

◆参加募集人数／各部門9名（定員になり次第締め切ります）
◆募集締め切り日／4月7日（水）
◆参加者が用意するもの（スケッチブック、マジックマーカー）

クリスチャンの信仰生活の中で
最も重要な霊的な戦いについての
学びの時間です。
ぜひご覧下さい。
◉講師／滝元順

◉ゲスト／岩渕まこと・由美子夫妻◉メッセージ／平岡修治

参加者
募集

参加者
募集


